
平成 18 年第３回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年２月 15 日(水) 17:33～18:40 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員    安倍 晋三 内閣官房長官 

同 与謝野 馨 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     竹中 平蔵 総務大臣 

同     谷垣 禎一 財務大臣 

同     二階 俊博 経済産業大臣 

同     福井 俊彦 日本銀行総裁 

同     牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同     奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同     本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同     吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 


      伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）歳出・歳入一体改革について

（２）グローバル戦略について

３．閉 会 

(説明資料) 

○ グローバル戦略の全体像（有識者議員・伊藤東京大学大学院教授提出資料）

○ 二階議員提出資料

（概要） 

○歳出・歳入一体改革について 

（吉川議員） 歳出・歳入一体改革を進めていくためには、基礎的財政収支を改善する

ために必要となる政策努力が一体どれくらいの大きさなのかということについて、

諮問会議のメンバー、将来的には政府全体、あるいは国民全体でそのイメージを共

有しておく必要がある。これは歳出・歳入一体改革を建設的に進めていくために必

要なひとつの作業であると考えている。 

そこで、第一段階として今回は仮に政策努力のすべてを歳出削減によって行った

場合を考えた。これは大変機械的な作業で、価値判断を含んでいないわけであるが、

歳出削減を各支出項目で比例的に行った場合、どれくらい要対応額が出てくるのか

を試算している。 

強調しておきたいが、今回の試算は何がおすすめであるとか、これをやるべきで

あるということを言っているわけではない。今後、最終的には歳出と歳入両面の一
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体改革をすることは当然であるし、歳出削減をするときにはメリハリをつけた歳出

削減をしなければいけない。すべての支出について比例的に削減するのがいいとい

うことではなく、むしろ、そうしたことは避けるべきだと思う。今回の試算はあく

までも機械的なものである。 

現在、政府は 2010 年代の初頭にプライマリー・バランスを均衡させる、あるい

は若干の黒字化をさせるということで政策努力を続けているわけであるが、こうし

た政策努力の延長線上でさらに必要となる政策努力の大きさというものについて

も試算をしている。なお、ここでの試算は、政府の「改革と展望－2005 年度改定」

の参考試算、そのモデルに基礎を置いている。 

2011 年度に基礎的財政収支を均衡させるために必要な、いわゆる要対応額を示し

ている。要対応額は、足下での基礎的な財政収支赤字、約 14 兆円を出発点として、

これに 2011 年までの今後５年間、その間に歳出増がどれくらい出てくるか、それ

を足しそれからこの間の経済成長による税の自然増収を引き、さらにそれから歳出

削減等による経済へのマイナスの影響に伴う自然増収分の減少により必要となる

追加の対応額を足して求める。これらを差引きすると、約 20 兆円になる。さらに、

2011 年から５年間延ばして 2015 年までに基礎的財政収支を仮にプラス２％の黒字

にするということになると、相当大きな要対応額が出てくる。 

今回、2011 年度時点、要対応額 20 兆円を具体的に幾つかの経費で削減する場合

にどういうことが必要になってくるか、３つのケースについて試算した。 

最初のケースは、裁量的な経費のみを削減する場合。裁量的な経費は、具体的に

は公共投資とその他ということであるが、2011 年度時点で、全体で 20 兆円、公共

投資で８兆円、その他が 12 兆円の減ということになる。 

ここでの試算は、国と地方を合わせたものであるが、感じを持つために、国の一

般会計、とりわけ公共投資についてもう少し説明する。小泉内閣発足直前の 2000 

年度の決算では、公共投資が国の一般会計で 12 兆円、対ＧＤＰ比で約 5.2％であっ

た。我々も日本の公共投資は少し水膨れしているのではないかということを言って、

国際比較の表を諮問会議でも使った。それが、2006 年には７兆円、対ＧＤＰ比で

3.7％まで削減してきた。このケースで 2011 年度までに公共投資を８兆円削減する

と、支出規模は14 兆円になり、対ＧＤＰ比は2.4％になる。これはアメリカの2.6 ％ 

を若干下回るくらいの水準で、2000 年の 5.2 ％と比べると、対ＧＤＰ比で半分以

下になるくらいの削減ということになる。 

次に、公共投資とその他からなる裁量的経費に加えて人件費も削減する場合にど

うなるか。人件費がマイナス８兆円、公共投資はマイナス５兆円、その他がマイナ

ス７兆円。先程のケースと比べると、当然であるが、人件費も削減するので、公共

投資その他の裁量的経費の削減額は、その分少なくなる。 

ちなみに、人件費について、どのような感じかというと、既定の改革措置は、国

家公務員について５年で５％純減を言っているが、さらに 23％削減する必要が出て

くるような削減規模ということになる。 

それから最後のケースとして、社会保障費も加えてすべての経費を比例的に削減

する場合。全体がマイナス 20 兆円で、社会保障費がマイナス６兆円、人件費がマ

イナス５兆円、公共投資のマイナス３兆円、その他でマイナス５兆円ということに

なる。 

以上だが、最初に申し上げたとおり、我々民間議員として、今回の試算、こうし

た削減を実現することが望ましいということを申し上げているわけではない。歳

出・歳入一体改革を建設的に進めていくためには、何らかの量的なイメージをみな

2


平成 18 年第３回経済財政諮問会議 



で共有していることが必要なのではないか、そういう考えで提出させていただいた

ということである。 

（谷垣議員） 吉川議員からお話があったように、これらの試算はあくまでこうするの

だというのではなく、機械的な計算結果を示したものであるということをまず確認

させていただく。 

その上で、今の議論の中身について申し上げると、財政健全化に必要な基礎的財

政収支の要改善額、これは相当な大きさになってくると見込まれており、なかなか

容易ならざる健全化の道のりだと改めて感じた。 

債務残高を対ＧＤＰ比で見て安定的に引き下げるためには、プライマリー・バラ

ンスの均衡だけではなく、一定のプライマリー・バランスの黒字確保を目指すこと

が大事ではないかと思う。今後とも歳出削減を徹底して進める必要があるが、仮に

要対応額を歳出削減のみで対応しようとする場合に、それが国民生活に対してどう

いう影響があり得るのか、具体的にどういう影響があり得るのか、国家としての機

能にどういう影響が出てくるのかということは、今後十分に検討させていただきた

いと思う。 

（竹中議員） 前回、総理から、こういう議論は、専門的な議論もあるから、よく調整

してやってくれと言われた。私も御協力しようと思って担当者を呼んで聞いたが、

私自身がよく理解できない数字がたくさんあり、今日はこういう数字を出すのは不

適切ではないか、もう少しよく調整してくれと内閣府の事務方に申し上げた。しか

し、それは受け入れられなかったので、中身についてあえてコメントをさせていた

だく。 

まず、この有識者議員のペーパーの中には、政策努力の大きさについての一つの

イメージを明確にするというふうに書いているが、私はこういうやり方で政策努力

のイメージが明確になるかということに関しては、そうではないと思っている。こ

こに基礎的財政収支の均衡のための 20 兆円という要対応額が大きく出てくるが、

私は事務方から説明を聞いたけれども、この意味がよく理解できなかった。おそら

く、５年間政策をやってきた私が理解できないのだから、昨日まで 14 兆円のプラ

イマリー・バランス赤字と言っていて、今日 20 兆円と聞いたら、国民の皆さんは

わからないと思う。これはなぜかというと、何を調整するかというときは比較する

対象がある訳だが、その比較の対象というのが、「今まで小泉改革を一生懸命やっ

てきましたが、この小泉改革、御破算です、もうやりません、それで結局、裁量的

経費等々は伸びてきます」との前提に立っている。試算は、それと比べた場合にど

れだけ調整するかということを結果的に出している。しかし、国民が知りたいのは、

改革は続けていきます、それでも調整を要するものはどれだけですか、ということ

だと考える。これを議論しなければいけない。この 20 兆円というのは、前提によ

って、簡単に考えても、すぐ半分ぐらいにはなる。裁量的な経費について、今まで

と同じぐらい削減していったら、すぐこの半分ぐらいの数字にはなる。私自身よく

理解できない形でこういう数字を出されると、誤解を招くというのが大変気になる。

そのことはぜひ申し上げておきたい。 

それともう１つ、前回、成長率が高い場合、低い場合、いろいろなケースがある

でしょう、複数のことについてやりましょう、ということになったが、この試算は

あくまで名目 3.2 ％ケースを想定している。要対応額と言うかどうかはともかくと

して、成長率がもう少し高かったら、数字が根本的に違ってくる。そういう意味で

は、シミュレーションを出すときは複数のケースについて出していただかないと、

議論が進まない。 
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ついでに言うと、2015 年度に２％の黒字という目標が適切かどうか、今後、大い

に議論が必要だ。 

いずれにしても、この要対応額という概念は小泉改革を御破算にして、それから

どれだけ対応額が必要かということを計算しているという問題点が第１点、それと、

成長率が違うと数字も根本的に違ってくるので、その複数のケースの議論をするべ

きと、その２点は申し上げておきたい。 

（小泉議長） 私も説明を聞いてよくわからない。竹中議員がわからなくて、私がわか

らなくて、一般国民がわかるだろうか。専門家はわかるだろう。一般会計でどの程

度削減しなければならないかを出してほしい。社会保障費は、一般会計で今年 20 

兆円ぐらいだろう。公共投資も７兆円台だろう。国と地方を合わせたものなら、国

と地方がどうなるのかというぐらいを出してほしい。その方がわかりやすいので、

お願いする。 

（与謝野議員） わかりました。 

（吉川議員） 竹中議員からお話があったので、その点だけ簡単に御説明する。20 兆円

という数字はどのようにして出てきたかということだが、これは「改革と展望」を

基にしており、竹中議員が経済財政政策担当大臣をされていたときのシミュレーシ

ョンなどでも、非改革ケースというのはほとんど似た形でやっていたと思う。 

また、竹中議員は、「小泉構造改革が御破算のケース」と言われたが、それはレ

トリックの問題で、構造改革そのものが、何のエネルギーも努力も無しでベルトコ

ンベアで進んでいくなら、それがひとつのベンチマークということかもしれないが、

実際にはそうではない。例えば社会保障費の当然増のようなもの出てくる。それを

何らかの政策意図や努力で抑えるわけだからそれについて要対応という言葉を使

っても、ミスリーディングではないのではないか。いずれにしても、このシミュレ

ーションで最終的にどこまで抑えなければならないかという抑えるべき目標水準

は、表現ぶりはともかく、同じになるということだ。 

竹中議員が２番目に言われた、成長率によって数字が変わってくるのではないか

ということは、そのとおりである。今回は機械的な試算なので、2011 年時点では、

「改革と展望」の参考試算に基づいて、名目成長率は 3.2 ％としている。ただし、

４％の名目成長率についても試算はしてもらっている。3.2 ％名目成長率というの

は、実質成長率 1.7％ 、インフレ率 1.5％を足し算したものだが、仮にインフレ率

が 1.5％ ではなく 2.3％ で４％成長ということにとなると、2011 年時点での要対

応額は、20 兆円ではなくて 19 兆円となる。したがって、数字が根本的に違ってく

るわけではなく、むしろ基本的なストーリーは、それほど変わらないのではないか

と考える。 

以上竹中議員からお話があったので、ひとつの特別のケースについて数字を御紹

介したわけだが、もう少しいろいろなケースについてチェックすべきだというのは、

一般論としてはそのとおりなので、竹中議員や他の方々からも御提案いただいて、

いろいろなケースを試算するべきだと私も思っている。 

（竹中議員） ２点述べられたが、２点目、もし本当にシミュレーションしているので

あれば、諮問会議のメンバーなのだから、事前に議論させてもらいたい。私はその

ために事務方を呼んで、そういうケースは試算しているのかと聞いたら「していな

い」と言われた。総理にも前に言っていただいたが、そういうことについては事前

によく調整をしないと、数字はひとり歩きをする。特に、昨日まで 14 兆円と言っ

ていたのが 20 兆円になると、「20 兆円、20 兆円」と新聞は書く。今日も書いてい

るわけで、数字がひとり歩きすることに対して、やはり注意が必要だ。シミュレー
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ションについてはお願いする。 

それと、国民の実感としては、３年前に基礎的財政収支の赤字は 28 兆円であっ

たが、それがこの３年間の努力で 14 兆円になった。今後、この努力を前提にして、

更に何か要るのかどうか、それが私たちに求められる要対応だと思う。ところが、

ここに書かれている要対応というのは、これまでは裁量的経費を削ってきたが、こ

れからは削るのをやめるだけじゃなくて増えていきます、増えていくことを前提に

要対応額という数字になっている。もう少し意味合いを注意して議論していかない

と、国民に対してメッセージが伝わらないのではないか。 

（小泉議長） 地方への補助金の問題など、減らせばいいのかどうか、もっとわかりや

すくやってほしい。一般会計が一番わかりやすい。これは経済学を専門に勉強して

いる人ならわかるだろうが、普通の常識があればわかるような資料を、わかりやす

く書いてもらうよう努力してほしい。 

それと、道路公団民営化の際には、金利が４％以上にならないという前提で、債

務を料金収入で 45 年間で返済できると議論している。私も委員会でたくさん質問

された。経済成長が４％の場合と３％の場合は違う。そういうものも含めて、整合

性をとって、一般の常識があればわかるような資料を出してほしい。よく勉強して

いるのはわかるが、これでは国と地方の関係もわからない。 

（本間議員） ひとつの目標は、2011 年に国と地方の合計としてのプライマリー・バラ

ンス赤字を解消することである。今、総理から、国と地方の関係や公共投資のお話

があった。試算は、この目標について数値的にどういうイメージがあり得るかとい

うことで行ったものであり、それらの点はシミュレーションを行う上でほとんど念

頭に置いていない。各論のところも、これからいろいろ御議論いただいたような形

でシミュレーションの想定に入れ込んでいくための出発点として、これを議論しま

しょうというのがここでのねらいである。したがって、どういう想定にしても、恐

らくいろいろな方々から、それはおかしいとか、これはこうだというお話が出てく

るから、ここではある意味では非常に極端なケースで、対ＧＤＰ比で 2.8 ％の 14 

兆円を出発点にして、「改革と展望」の想定の中で成長したときに 2011 年に「要対

応額」がどのぐらいになるか。しかもそのときに、竹中議員が言われたとおり、政

策努力をほとんどせずにそのまま延ばしたら一体どうなるか。そこを原点にしなが

ら、これまでの改革のテンポを早くするのか、遅くするのか、これまでと同じよう

なテンポでやるかというのは、実はこの歳出のカットのされ方に効いてくるわけで

ある。 

我々は、どのようなケースを出しても竹中議員の御指摘のような議論が出てくる

と考え、どういう形で出したらいいかということも含めて議論をした。ただ、最初

にシミュレーションをするときの想定を御議論いただくための感覚を、どういう形

で形成していくか。そして 14 兆円を単純に 20 兆円とした上で、成長率で何％稼げ

るだろうか、あるいは金利の部分でどのようになるだろうか。そういう議論をこれ

から当然詰めていかなければならないと思う。 

それから、支出の部分についても、社会保障関係費をどう切り込むのか。比例配

分でやったケースがこれだが、これでいいのか。プライオリティ付けをどのような

プロセスの中で具体的にやっていくのかというようなことまで、我々が予断をもっ

てやるよりも、このようなある意味では極端なケースを出す方が、ニュートラルに

解釈される可能性があるのではないかということで出した数字である。したがって、

御指摘のような問題については、これからどんどん議論をしていただいて、その中

でどういうケースを具体的にシミュレートしていくかを詰めていけばいいのでは
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ないかと思う。 

（竹中議員） いずれにしても、これは問題意識を共有する、クリアなイメージをつく

るものにはなっていない。我々に対しても今のような説明をしないとわからない形

になっている。今後はそういう協議をぜひお願いしたい。 

（小泉議長） この資料をもとにして、経済学を勉強していない一般国民も常識でわか

るような、書き言葉ではなく話し言葉で「こういうことです」という講演をしてく

れないか。私はその講演録を読む。その方がわかりやすい。それをぜひお願いする。 

（ 牛尾議員） ひとつの錯覚は、すべての経費を比例的に削減する場合にある。2006 

年度の支出規模と比べると４兆円増えているが、民間企業の感覚からいうと４兆円

増えているだけである。社会保障費は 31 兆円が 34 兆円になる。３兆円も増えるの

かと思うのが国民の感情。しかし、この程度で収まるなら大したことないと思うの

が民間の経営者の基本だと思う。これは、こんなに削減するのだったら大変だと思

うことを考えてつくられたのだろうが、 ５年後に人件費が横ばいといったことは、

民間の経営者からするとこのくらいのことはざらにやっている。官庁からすると、

50 兆円ぐらい膨れ上がるのが大変だというストーリーなのだが、民間の経営者の支

出計画では、107 兆円が５年経って 111 兆円ぐらいの伸びまでに抑えるというのは

大したことのない削減で、これでやれるではないかと思う人の方が多いと思う。私

はこれっぽっちかと一見思った。 

そういう点では、社会保障のいろいろな研究会などに出ると、若い先生方と我々

の間でものすごく意識が開いてきている。みんなが不思議がることが山ほどある。

だから、余りこういう作業をし過ぎると、行政や我々にしかわからない感じになっ

てしまって、国民が理解することについて音痴になってしまうという気がする。経

営者の立場では、５年後の支出規模がこうなっている場合というのは、この程度の

ことはやらざるを得ないと思う方が普通だろう。私は経営者としてそう思った。 

（与謝野議員） 取りまとめを提案する。更なる歳出削減を徹底して追求することが必

要であるということだが、歳出削減のみを続ける場合、国民生活にどういう影響が

あるかということは、やはり考えておく必要があると思う。また、これまで諮問会

議で議論してきた人件費改革、資産・債務管理、あるいは特別会計改革といった改

革が、今後どの程度財政健全化に貢献できるのかということは整理をする必要があ

ると思う。 

そこで、谷垣議員と竹中議員にお願いだが、谷垣議員には、まず、歳出削減のみ

で財政健全化を実現する場合、どのようなことを行う必要があり、可能・不可能を

含めて御検討いただき、またその場合、国民生活にどのような影響が生じるかとい

うことを御検討いただきたい。また、今まで行ってきた小泉内閣の下での改革の成

果は、当然これからも花開いていくわけだが、将来に向けて、これを更にどのよう

に反映させていくのかについても、一般会計ベースの数字を含めて具体的に御検討

いただいて、諮問会議に御報告いただきたい。 

竹中議員には、地方公務員の人件費の問題、地方単独事業の問題、地方財政につ

いてはどのように歳出削減を進めるのか、また、それとの関連で地方交付税をどう

見直していくのか、国が財源保障すべき対象の範囲をどのように考えるか。もう既

に御議論いただいていると思うが、できるだけ早い機会にこの場でお話を頂きたい。

議論のたたき台について、総理から、国民がわかるようなきちんとしたものを作

るように御指示があったので、そのための努力をする。３月末から４月初めには中

間とりまとめ的なものを行いたいので、谷垣議員、竹中議員にはぜひ御協力を頂き

たい。 
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（谷垣議員） 与謝野議員からお話があった件は、今、財政制度等審議会で御議論いた

だいていることと共通の部分がかなりあるので、できるだけ早い機会に議論をこな

して、御報告できるようにしたい。 

（竹中議員） 与謝野議員から御指摘をいただいたことは大変重要だと思っており、私

もぜひ諮問会議で地方財政の議論をさせていただきたいと思っている。今、「地方

分権 21 世紀ビジョン懇談会」で、本間議員にもお忙しい中お入りいただいて、非

常に積極的な議論をしている。ここでは、単に交付税をどうしたらいいかというよ

うな話ではなく、国と地方の在り方そのもの、権限・税源の配分、それと地方のイ

ンセンティブをどうするかという、日本という国の骨格の在り方に影響する非常に

大きなスケールの議論をしている。したがって、地方の在り方と同時に国の在り方、

国の財政の在り方も変わっていただかなければいけない部分が出てくるので、ぜひ

この諮問会議で応援していただかないとできない。そういう大きいスケールの問題

だと思っている。おそらく１回や２回では済まなくて、相当回数をお願いすること

になると思う。スケジュールについては、座長の大田教授とも御相談し、本間議員

にも御相談に乗っていただきたいが、協力してしっかりとここで御報告をさせてい

ただく。 

（与謝野議員） 谷垣議員、竹中議員の御協力を心からお願い申し上げる。 

○グローバル戦略について 

（伊藤東京大学大学院教授入室） 

（与謝野議員） 資料「グローバル戦略の全体像」は、グローバル戦略チームとして有

識者議員並びにこの分野の専門家である東京大学大学院伊藤元重教授に御検討い

ただいたものである。今日は、伊藤教授にチームのメンバーとして御出席いただい

たので、説明をお願いする。 

（伊藤東京大学大学院教授 以下「伊藤教授」） 戦略としてグローバルな問題を考え

るには幾つか大きなポイントがある。大学で国際経済を 20 年以上教えているが、

その私でも、こんなに日本の社会が変わってきたのかと感じることがある。近年の

婚姻でランダムに 100 組の夫婦を抽出すると、そのうち５組はどちらかが外国人で

ある。したがって、例えば外国の問題を考えるにしても、外国人を入れる、入れな

いという話ではなく、この現実を前提として、日本にとってどういう形で戦略的に

行うかが非常に問われている。 

後ほどＦＴＡ・ＥＰＡの話をさせていただくが、私が研究者として海外に行った

ときには、必ず、日本は何をしているのかと東南アジアあるいはアジアの有識者、

役人に言われる。これだけ激しく動いている中で日本が戦略的に動かないと世界の

中で埋没することになる。特に 21 世紀、日本が世界の中で存在感を持つためには、

国内のいろいろな問題も含めてグローバルという視点で一度全部戦略的に考えて

いく必要がある。 

戦略について、私なりに整理すると３つのポイントがある。 

１つ目は、スピード。例えば、農林水産問題については、当然国際関係と非常に

関係があり、これから農林水産省からいろいろ方向が示されると思うが、問題は何

年かけてやるか。日本国内の農家が急速に高齢化し、ＷＴＯなどでいろいろなこと

が決められるとなると、スピードが非常に問われてくる。ほかの問題でもそうであ

り、かなり議論があると思うが、羽田空港は 2009 年に第４滑走路ができる。当然、

羽田空港はキャパシティが決まっているので、そのうちの何％を国内向け、何％を

アジアの近隣に振り分けるか、この数字一つで、日本の国際化の状況は変わってく
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る。私は、グローバル化を推進する立場なので、可能な範囲で近隣諸国との航路に

羽田空港を使うことは非常に重要だと思う。 

２つ目は、グローバル化はいろいろな面で進んでおり、全部やらなければいけな

いが、特に諮問会議で議論していただく重要なことは幾つか突破口というものがあ

ると思う。検討項目という別紙に、12 月 26 日に民間議員が出した資料をベースに

した全体像を書いてある。これは全部やらなければいけないが、この中で特に重要

だろうというところに星印を付けてある。 

３つ目は、先ほど申し上げた外国人の問題は、これをどうするかというときに、

外国人の在留管理の問題をどうするかといったところを進めていかないと、なかな

か先に行けない。 

そこでペーパーを簡単に説明させていただくと、ここでは目標とそのための基本

方針、重点的に審議していく項目に分かれている。目標は企業、産業のフロントラ

ンナーとして、日本が世界をリードするために何が必要なのかということ、国際社

会において、日本が知的なリーダーシップを発揮する品格のある国になるには何が

必要なのかということ。こういう大きな目標を国民と共有することにより大きな流

れが出てくるわけで、その中の具体的な基本方針として、グローバル化の中に、内

なる活性化のために備える国内の問題、海外との連携をどの程度強化するかという

国境の問題、日本が海外に対してどのような形で貢献していくかという３つの問題

に分けて考えられると思う。 

さらに、重点的に審議すべき項目としては、特に各省の意見が一致しないという

理由で対応が出遅れている分野、あるいは、我が国の非常に基本的な問題で各省の

枠を越えた問題として、諮問会議のようなところでリーダーシップを発揮していた

だきたいと思うものを５点書いてある。 

１点目は労働市場。国際化の中で、特に若者を中心とした二極化にどのように対

応するか。 

２点目は外国人の受け入れについて。どういう尺度で考えるべきか、社会コスト

をどう負担していくか、在留管理をどうするか。警察などいろいろな問題も含んで

くると思うが、ある程度方針を決めないと難しいと思う。 

３点目は農林水産業。これは我が国のあり方を考える上で非常に重要。小泉議長

と前にお話をさせていただいたとき、日本の農産物はこんなに海外に輸出されてい

るじゃないかというお話があった。そういうことが出てくることが農林水産業にと

って非常に重要だと思うが、ここで申し上げたいのは、３年から５年である程度成

果が出るように時間を区切ってやらないと、農家の高齢化等々の問題で大変だろう

と思う。 

４点目はＥＰＡ。これはＦＴＡ、ＥＰＡ、それぞれ努力されているが、私の個人

的意見では、ちょっと遅過ぎるのではないかと思う。これは、スピードが重要で、

ある程度飛躍的に増やすために、来年の春くらいまでに交渉人材の拡充を含めて体

制、工程表等、具体的に進めていければと思う。 

５点目は今度、援助体制、推進体制が再構築されるので、これを機会に削るとこ

は削り、増やすところは増やす形で、我が国の国際的なコミットメントがよりわか

りやすい形でしっかりやっていくことが問われていると思う。 

（二階議員） まず、提出資料の「グローバル経済戦略の論点」について説明する。 

日本はこれまでシンガポール、メキシコ、マレーシアと協定を締結してきた。タ

イについては、今月初めソムキット副首相と会談が終了し、４月初めには総理に経

済連携協定に署名をいただくところまで進んでいる。フィリピンもファビラ貿易産
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業長官と昨年の 12 月にＡＳＥＡＮでお会いし、総理の方針に基づき、協定の早期

締結に向けて取り組んでいる。ＡＳＥＡＮ全体とも、交渉を加速させ、来年３月の

合意を目指しているところ。 

経済統合といえば、すぐＥＵのことを思い浮かべるが、ＥＵは理念が先行してい

る。東アジアは日本企業が主導して、稠密な国際分業ネットワークを構築しており、

実態先行であると言える。我が国の戦略的産業である自動車、鉄鋼の分野は大幅な

市場開放が実現してきており、このような貿易投資の自由化を一層推進していくこ

とが重要である。これまで日本企業がアジアに定着させてきた知恵や経験を地元の

企業にもしっかりと伝え、そのために経済協力も戦略的に使っていく。その中で日

本とアジアは競争もするが補完もする。そういう成熟した市場経済圏をアジア全体

に広がるように日本がリードしていくことが必要である。これが東アジアの地域経

済統合の基本となると思う。 

他方、ご承知のとおり、中国、韓国は早々にＡＳＥＡＮと関税中心の協定を締結

した。日本と比べ、思い切った市場開放でＡＳＥＡＮを引きつけていることも事実。

それについては、ＡＳＥＡＮの各国は、中国がいろいろな意味で積極的にアプロー

チしてくるが、本当は、我々は日本とやりたいんだ、日本にやってほしいんだ、そ

このところを日本は考えてくださいと言われている。先ほどご指摘のスピードアッ

プを日本はもっと考えるべきだと各国から言われているのが今日の状況である。東

アジア経済統合に向けた大きな流れの中で、中・韓の思い切った市場開放の動きに

対して、更なる市場開放にどのように取り組むか、投資ルールや経済協力を含む質

の高い経済連携を東アジア全体でどのように実現していくか、この一、二年が非常

に大事な時期である。先ほど民間議員のペーパーにも工程表というお話があり、誠

に大事なところだが、私自身もしっかりした戦略、アクションプランをつくってや

っていきたい。 

２点目、資料の３ページ、企業のグローバル戦略とそれに対応した国の政策のあ

り方だが、国際戦略を構想するに当たっては、地に足の着いたしっかりした議論を

することが重要。事務方には、企業や地域の生の声を十分把握することが大事だと、

経済産業省の８つの地域経済産業局を総動員し、中小企業やサービス業を含めたヒ

アリングを実施している。 

私自身も昨晩、アジア各地に派遣しているＪＥＴＲＯの所長に集まっていただき、

２時間にわたって直接意見を聞いた。また国内では 300 社のヒアリングを実施した。

その幾つかのポイントを簡単に紹介すると、まず資料の３ぺージの左の「１．グロ

ーバル化＝国際最適機能分業に成功している企業が競争力を獲得」にあるが、自動

車、家電等の大企業だけではなく、例えば、繊維を中心とした中小メーカーも元気

のある企業はアジア等のグローバル市場に出ていき、ビジネスチャンスをつかんで

いる。 

その下の「２．成功企業のグローバル展開は、必ずしも「空洞化」につながらず」

のところで、よく空洞化が指摘されてきたが、実際はそうではなく、多くの成功企

業は、むしろ国際分業をてことして、海外で作れない製品を作る、技術の先鋭化を

行うなど国内事業の高度化に成功していることがわかってきた。 

また、長野県の諏訪地方の例だが、大手時計メーカーの下請けだった精密部品メ

ーカーが、親企業から独立して精密技術を生かして自動車部品加工業に事業転換、

現在ではエンジンの中の精密部品の世界シェアの 25％を占めている。諏訪地方では、

このような中堅、中小企業群が工業メッセ見本市を開催するなど精密加工のブラン

ドイメージを向上させ、地域全体も再活性化している。先般、私は大連の大きな企
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業特区の中に、諏訪市が独自で展示コーナーを設けているのを見て、事実、それだ

け国際的にも躍進している姿だと思った。 

次に、右下の「４．サービス産業・中小企業の新たなビジネスチャンス」だが、

これまで主として国内市場にとどまっていたサービス産業や地域の中小企業の中

にも、国際展開を本格化させており、これらの中に世界に通じる個性と実力でアジ

アに展開し、飛躍的な成長を遂げている企業が多数出てきている。例えば、中堅の

物流会社では、10 年前からベトナムに進出、日系ならではのきめ細かいサービスを

売り物にして、現地に進出している日本の製造業をフルサポートして、さらに日本

人駐在員の生活サポートまで行い、現地情報の提供まで幅広く手がけ、今では上海、

香港、タイに拠点を広げ、東アジア全体にビジネスをどんどん拡張している元気な

例もある。 

今後こういった企業の実態や生の声を十分に踏まえ、国がとるべき施策を明確化

したいと考えている。現時点で整理すると、資料の４ページだが、今後さらに政策

課題を深堀りしていきたいと考えている。 

経済産業省としては、３月中にグローバル経済戦略をとりまとめる予定であり、

改めて検討の成果をこの場で報告し、意見をいただきたいと思っている。 

最後に有識者議員のペーパーで、人材の競争力の強化、研究開発機能や知的財産

戦略の強化、非製造業の競争力の向上といった項目が挙がっているが、これらは新

経済成長戦略の中でも重点的に検討したい。人材について一言申し上げると、民間

議員のペーパーでは、人材の国際競争力の強化が取り上げられているが、私どもも、

我が国の国際競争力を強化し、経済の中長期的な成長を実現するに当たり、人材育

成の強化が鍵だと考えている。従来、我が国では学歴を上げることを重視してきた

が、大学全入時代が迫る今日、教育内容の充実が求められる時代になってきたと思

っている。 

例えば、教育分野における産学連携の推進については、大学を中心にした産学連

携が頭に浮かぶが、それだけではなく、工業高専あるいは工業高校の教育のレベル

アップを図ることにより、ものづくりを目指す若者が社会的に評価される環境をつ

くることが大事である。特にアジアとの優秀な人材の交流など、新しい発想での人

材育成が求められるのではないかと考えている。この人材の問題については、いず

れまた、整理しているものをこの場で提案したい。 

（奥田議員） 有識者議員の提出資料の１．「目指すべき姿としてのこの国のかたち」、

これをどのように考えるかが非常に重要な問題である。現在、ＢＲＩＣｓの経済成

長により、将来、我が国の貿易収支黒字は減少するかもしれない、こういう国際収

支の構造変化が起こり得る中で、我が国として何を強みに生きていくかということ

を考えた上で、骨太なグローバル戦略を策定する必要がある。総理が度々言われて

いるように、「世界をリードする科学技術創造立国」の実現が、我が国の競争力を

高め、力強い成長と世界貢献につながると思っている。 

良好な対外関係を構築していくためには、グローバル競争が激化する中で、我が

国の魅力をいかに向上していくか、またエネルギー、環境問題等のグローバルな共

通課題にどう貢献していくか、こういった論点は極めて重要である。ＥＰＡに関し

ても、一刻も早く各国とまとめ上げることが非常に大事であり、人材問題、伊藤教

授からお話のあった外国人の受入れについても、十分認識して、検討しておかなけ

ればいけない。少子化対策をして子どもを産んでも、20 年経たないと一人前になら

ないのだから、やはり外国人受入れを真面目に考えていかないといけない。いろい

ろな会議等に出ていると、高齢者に働いてもらう、共働きを増やす、ＩＴ化を進め
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るといったことで日本は乗り切れると言う人が多く、外国人受入れについて、余り

言う人がいないのは非常に危険なことである。外国人の労働力については、量と質

を十分に考えた上での政策をとるべきである。これはとりもなおさず日本の将来の

人材の強化につながっていくと思っている。 

そうした意味で、二階議員が言われたグローバル戦略については全く同感であり、

企業人としても、その戦略に沿って頑張っていきたい。 

（牛尾議員） 今年前半の最大の課題である歳出・歳入一体改革についても、グローバ

ルな視点から考察するという視点が非常に大事であり、時代の変化の予測もグロー

バルな流れを見ながらやっていかないといけない。また、人間力の拡大のみならず、

経済の活性化もグローバルな経済の交流の中から活力が出る時代になってきたの

だから、本当に差別がなく、グローバルな視点から本質に則った政策に大きく改革

することが、実は小泉政権の構造改革の基本であると思う。行政は過去との比較で

よくなったという過去対比をすることが多いが、我々はグローバルな状況認識の中

で、日本がフロントランナーであるという国際対比が一番大事だという視点を再度

喚起したい。民間は国際対比でないと生き残れないので、すべてがグローバルな局

面で生きているが、行政はともすれば内向きであり、過去との対比でよくなったら、

それでいいではないかという部分が非常に強いので、歳出・歳入一体改革も、歳出

の中身、歳入のあり方、また、今後の経済の活性化は、すべてがグローバルな視点

を最優先するようにする。伊藤教授が言われたように、それをしかもスピーディに

突破口をつくって国民に協力を得る。事実、国民の現場ではグローバルに生きてい

る人たちが非常に増えており、むしろ政治の方が遅れているというのが現状である

ので、そういう点を強調しておきたい。 

（竹中議員）  伊藤教授、二階議員のすべての論点に関連するが、先般、閣僚懇で総理

から日本の情報発信力の強化という重要なご指示があった。これは、ＮＨＫの国際

放送も含めて幅広く検討せよということでいただいているが、情報戦略という視点

も、この中に入ってくる必要があるかと思う。放送・通信に関しては、総務省で懇

談会をやっているので、しかるべき時期に報告させていただく。 

（与謝野議員） 他に御発言はありませんか。 

（小泉議長） 国際結婚は増えているのか。 

（伊藤教授） はい。夫婦のどちらかが日本人ではないということで、20 組に１組が国

際結婚である。 

（小泉議長） 男性と女性、どちらが多いか。 

（伊藤教授） 外国人女性が多いと思う。特に、中国人やフィリピン人。予想だが、地

方に特に多いと思う。 

（牛尾議員） 日本人女性と結婚した方が長続きしているようだ。日本人男性というの

は、構造に対する変化能力が弱く、対応力がない。基本的には、女性の結婚におけ

る国際的対応力というのは非常に長い。 

（竹中議員） 20 組に１組ということは、既婚者については最低 40 人に１人外国人が

いるということになる。 

（伊藤教授） はい。それが現実であり、いろいろなことを考えていかないといけない。 

（牛尾議員） 外国人と結婚しているところの出生率は高いと思う。アメリカはそうら

しい。国際結婚は非常に出生率が高い。国際化というのは避けがたいし、非常に大

事だ。 

（奥田議員） 昔は、独身の社員が、繊維工業の女性と集団見合いして結婚したという

ケースがほとんどであった。ところが、繊維産業が下火になり、工場の女性がいな
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くなって男性だけの世界になってしまったので、結局、40 歳代、30 歳代で結婚で

きないという男性が増える。すると、外国人、特にフィリピン、タイの女性と結婚

する社員が増え、それで外国人女性が増えてきている。 

（伊藤教授） この前、あるテレビ局の番組で、日本の 30 代後半の女性が積極的に外

国人男性との結婚を求めているという紹介があった。負け組になるのは嫌だ、とい

うことと、外国人男性だと自分のキャリアをそのまま続けられるということで、い

ろいろな意味から面白い現象が出ているのは事実だと思う。 

（二階議員） 河田町の議員宿舎では、一般の人と議員が同じマンションにいるのだが、

外国人同士の夫婦というのはほとんどいなくて、必ずいずれかが日本人。だから、

今の伊藤教授のお話は全くそのとおりだと思う。 

（奥田議員） 成人で日本に住むのだから需要増につながる。赤ちゃんを産んでも 20 

年経たないと、労働力にならないし、需要増にもつながらない。ところが、外国人

は成人で日本に来るので、住居や自動車などが必要になり、結果的には需要をもた

らす。 

（牛尾議員） 日本人と付き合った外国人は、本当に日本に対する評価が高い。 

（与謝野議員） それでは、よろしいか。 

グローバル化への対応は早期に行動に結びつけていくことが大切と考える。二階

議員におかれては、本日報告いただいた内容で、さらに検討を深めていただきたい。

有識者の方から提案があった重点課題については、今後、関係閣僚の参加も得て、

審議を行いたいと思うので、御協力をよろしくお願いする。 

（小泉議長） グローバル戦略、エネルギー戦略、成長戦略。日本は、公害発生から環

境保護重視が生まれて成功してきた。石油の高騰から省エネの考えが生まれ、これ

もまた世界に誇るべき。だから、これからも環境保護と経済発展を両立させる。そ

れから科学技術。特に今年はブッシュ大統領が一般教書で、自ら「アメリカは石油

中毒だ」と言った。石油依存を脱却すれば、日本は逆に資源大国になり得る。環境

にもやさしいし、エネルギー戦略は大事だ。 

（本間議員） 今日、ワーキンググループでもそのような議論をした。とりまとめの方

向できちんとやりたい。 

（小泉議長） マイナスをプラスにする。これは大事だ。 

以 上 
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